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令和4年5月31日現在（前月比）  人口／3,449人(－11)  男／1,679人(－9)  女／1,770人(－2)  世帯数／1,436世帯（－3）

No.213

　鹿野学園王舎城学舎で鹿野地鶏カレーの贈呈式が行われ、270
食分のカレーが鹿野学園の全校児童・生徒に贈られました。贈呈
された鹿野地鶏カレーは、（株）鹿野地鶏が主にお土産品として道
の駅などで販売しているもので、コロナ禍による観光客減少に伴
い、賞味期限が近づいた在庫が多くなりました。そこでフードロ
スを減らそうと、SDGｓに取り組んでいる地元の鹿野学園へ贈呈
を決められました。
　カレーを受け取った表鷲会（生徒会）代表の原田彩奈さんは、
「鹿野地鶏のことは勉強したことがありました。感謝しておいし
く食べます。」と感謝の気持ちを伝えました。
　贈呈者の岡本大助さん（（株）鹿野地鶏代表取締役）は、「贈呈し
たカレーを通して、鹿野学園の生徒に地元の鹿野地鶏の良さを
知ってもらえれば」と期待を込めていました。

　移動図書館車には、絵本や児童書、小説、紙芝居の他に、
暮らしに役立つ料理や園芸の本などもそろっています。

　天候や交通状況により、到着時刻が変わったり運
休する場合があります。

■地域振興課 30-8682
■市民福祉課 30-8684

■こじか保育園・幼稚園 84-2251
■トレーニングセンター 84-2131

■産業建設課 30-8686
■教育委員会分室 30-8687

鳥取市鹿野町総合支所 地域振興課　〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517
0857-84-2011  0857-84-2598 sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

支所への直通電話（２月14日から電話番号が変わりました。代表番号は変更ありません。）

鹿野学園に鹿野地鶏のレトルトカレーを贈呈鹿野学園に鹿野地鶏のレトルトカレーを贈呈

「つばさ号」をぜひご利用ください！「つばさ号」をぜひご利用ください！

【問い合わせ先】鳥取市立気高図書館 37-6036

5月25日（水）

　左：（株）鹿野地鶏代表取締役　岡本大助さん
中央： 鹿野学園表鷲会（生徒会）代表　原田彩奈さん
　右： 鹿野学園PTA会長　筒井洋平さん

●移動図書館車「つばさ号」　7月巡回日

移動図書館車「つばさ号」 車内での貸出・返却

黄色い車が
目印！！ 7日、21日

第１・３（木）

すずかけ

かちみ園

小鷲河地区公民館

矢原公民館

12:30～12:50

13:00～13:30

13:50～14:20

14:30～14:50

8日、22日
第１・３（金）

こじか園

ル・サンテリオン

鬼入道

13:30～14:00

14:20～14:50

15:10～15:30

あらわし



日時 7月16日（土） 10時30分～
場所 鹿野学園流沙川学舎図書館
内容 読み聞かせ＆かんたんな工作
対象 どなたでも（参加無料）　
定員 5組程度（申込締切 7/15まで）
【申込先】鹿野図書室（

まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先

4 （月）10:00 続けてみよう
ストレッチ教室

市民福祉課

7（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課

15 （金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

1（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

11 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

16 （土）10:30 7月のおはなし会 鹿野図書室
16 （土） から 第2回昭和レトロ展 往来交流館

26 （火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン
25 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室　　市民福祉課

※イベント詳細は各関係機関にお問い合わせください。
市民福祉課 30-8684
鹿野往来交流館童里夢 38-0030

鹿野地区公民館 38-0022

鹿野図書室 84-2131 ル・サンテリオン鹿野 84-3700

7月のおはなし会

日 時 ： 7月28日（木） 9：30～11：30
場 所 ： 鹿野町老人福祉センター
相談内容 ： 人権問題全般（人権擁護委員対応）

【問い合わせ先】
鳥取地方法務局人権擁護課
※法務局においても休日を除く平日（８：30
～ 17：15）は毎日相談に応じています。

【専用ダイヤル】 0570 003 110

特設人権相談

※新型コロナウイルス感染予防のため日程が
　変更または中止となる場合があります

鹿野図書室で借りられます
鹿野図書室　 84 2131
【開室時間】 月・土 ８：45 ～ 17：15

火～金 ８：45 ～ 17：30
鹿野学園 流沙川学舎図書館　 84 1102
【開館時間】 月～金 15：00 ～ 19：00

土 10：00 ～ 17：00
●休室日・休館日は、日曜日・祝日です。

今月のおすすめ本図書案内
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５月2４日（火）、令和４年度第２回鹿野地域振興会議
を開催しました。「鳥取市新市域振興ビジョン」推進計
画の進捗状況、先進地視察などについて協議されまし
た。 　詳しい内容は、鳥取市公式ウェブサイトで公開
しています。

　まだおしゃべりができない赤ちゃ
んも、絵本を読んでもらうのは大好
きです。反応は少なくても、体中のい
ろいろな感覚を使って楽しんでいま
す。忙しい毎日ですが、お膝の上で
ゆっくり繰り返し読んであげたいで
すね。
　鹿野図書室では、「こどものとも・
こどものとも年中向き・こどものと
も年少版」を毎月購入しています。ぜ
ひご利用ください。

1.暑さを避けましょう
　日傘や帽子の活用。エアコンの活用。日陰の利用。

2.こまめな水分補給
　のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給。
　大量に汗をかいた時は、塩分も忘れずに。

3.適宜マスクを外しましょう
　屋外で人と十分な距離（2ｍ以上）が確保できる場合
　は、マスクを外す。

予防が大切！気をつけよう熱中症

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
1 2
可燃ごみ
ペットボトル

3 4 5 6 7 8 9
可燃ごみ

古　紙

乾電池等

10 11 12 13 14 15 16
可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

17 18 19 20 21

27 28

22 23

29 30

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

可燃ごみ

可燃ごみ

可燃ごみ
ペットボトル

24

31

25 26
食品トレイ
プラスチック 可燃ごみ

令和4年7月 ごみ収集カレンダー

鹿野町総合支所HPでは年間のごみ収集カレンダーをご覧いただけます！

地域振興会議を開催しました

【問い合わせ先】市民福祉課 　  30‐8684

【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
14日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
7日（木） 相談員　前田博志さん
21日（木） 相談員　永原初雄さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
28日（木） 相談員　谷口真さん

■会場　鹿野町老人福祉センター

7月の相談開設日

「こどものとも0.1.2」シリーズ 福音館書店

27 （水）10:00 鹿野町コスモス会 市民福祉課


